
江戸東京博物館

特別展『大昆虫博』関連図書リスト
※ 状態によって閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

資料名 著作名 発行所 請求記号
虫と文化、虫と日本人
虫と日本文化 笠井昌昭/著 大巧社 2101/228/97
虫の文化史 笹川満廣/著 文一総合出版 4860/3/79
鳥かご・虫かご 風流と美のかたち INAX
booklet 不明 INAX出版 3839/114/96

蜂は職人・デザイナー INAX booklet 村松寿満子,住友和子編集室/共
編

INAX出版 4867/1/98

日本の名随筆 35 虫 串田孫一/編 作品社 9146/33/35

虫と人のくらし 企画展 仙台市歴史文化事業団仙台市歴
史民俗資料館/[編]

仙台市歴史文化事業
団,仙台市歴史民俗資
料館

M23/SE-7/17

天の絹絲 ヒトと虫の民俗誌 日本人にとっ
て「生き物」とは、「自然」とは 福島県立博物館/編 福島県立博物館 M26/FU-1/55

蚕物語(かいこものがたり) 天の虫・糸の虫
第19回企画展 神栖町歴史民俗資料館/編 神栖町歴史民俗資料

館
M31/KA-8/4

須坂の蚕神 豊蚕への祈り 平成13年度特別
展「人と虫のかかわり」から 須坂市立博物館/編 須坂市立博物館 M52/SU-3/6

人と虫 ともに生きる小さな隣人 栃木県立博物館/編 栃木県立博物館 M32/TO-4/56

「浮世絵にみる蚕織まにゅある」かゐこや
しなひ草

「浮世絵にみる蚕織まにゅあ
る」かゐこやしなひ草編集委員
会/編

東京農工大学附属図
書館 M3666/TO-3/ 1-S0

虫とのつきあい おくる・めでる 第23回企
画展 土浦市立博物館/編 土浦市立博物館 M31/TS-2/46

古美術 17 玉虫厨子 三彩社 97530025
日本の美学 6 虫 日本の美学編集委員会/編 ぺりかん社 01500717
名和昆蟲翁 平野威馬雄/著 學習社 2890/134/43
昆蟲翁・名和靖 木村小舟/著 童話春秋社 2891/95/44
第1回全國昆蟲展覽會出品目録 名和昆蟲研究所編輯部/編 名和昆蟲研究所 4860/4/2

詩の昆蟲 Jules Michelet/[著] 林柾木/譯 大日本文明協會事務
所

4860/5/25

江戸東京自由大学[平成3年] 博報堂,「東京人」編集室/編集 江戸東京歴史財団 M3624/TO-3/ 9-91
文様・意匠
日本の文様 7 蝶 村上修一/他著 光琳社出版 7570/7/7
日本の文様 28 鳥・虫 小林武/他著 光琳社出版 7570/7/28
日本の意匠 第5巻 鳥・蝶・虫 不明 京都書院 7570/L4/5
文様の「意」と「美」・蜻蛉の意匠 ～秋
津島!日本は、とんぼの国～ 平成17年度夏
期特別展

柏崎市立博物館/[編] [佐藤俊
男/編] 柏崎市立博物館 M41/KA-2/12

変わり兜・甲冑
変わり兜 戦国の奇想天外 特別展 神奈川県立歴史博物館/編 [鳥居

和郎,古川元也/執筆・編]
神奈川県立歴史博物
館

M37/KA-6/98

Spectacular helmets of Japan, 16th-19th
century

organized by/Japan House Gallery
and the Association for the
Research and Preservation of
Japanese Helmets and Armor

Japan Society 7567/L20/85-E

博物図譜・写生・絵画
江戸科学古典叢書 41 千蟲譜 復刻版 青木國夫/他編 恒和出版 4021/17/41
彩色江戸博物学集成 平凡社 4602/8/94
鳥獣虫魚譜 松森胤保「両羽博物図譜の世
界」 磯野直秀/解説 八坂書房 4803/1/88

世界大博物図鑑 Atlas anima 1 虫類 荒俣宏/著 平凡社 4803/2/1
江戸の動植物図 知られざる真写の世界 朝日新聞社/編 朝日新聞社 7210/1/88

江戸名作画帖全集 7 応挙・蘆雪・若冲 小林忠,河野元昭/監修 円山応
挙/〔他画〕 星野鈴/責任編集 駸々堂出版 7210/L82/7

江戸名作画帖全集 8 佐竹曙山・増山雪斎 佐竹曙山,増山雪斎/〔画〕 玉虫
敏子/責任編集 駸々堂出版 7210/L82/8

太陽浮世絵シリーズ 1 歌麿 渋井清/監修 平凡社 －
[高木春山/画] 西尾市岩瀬文 M55/NI-3/ 18-7
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本草図説 七 虫・石 庫/編 林知左子/編集 西尾市岩瀬文庫

描かれた動物・植物 江戸時代の博物誌 国
立国会図書館特別展示

磯野直秀/監修 国立国会図書
館/編 国立国会図書館 M3634/KO-3/75

なにわのナチュラリスト 自然の達人たち
第34回特別展

大阪市立自然史博物館/編 [石井
久夫/他執筆]

大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/33

熊田千佳慕展 花、虫、スローライフの輝
き

[熊田千佳慕/画] 目黒区美術
館/編 矢内みどり/編集 目黒区美術館 M3653/ME-2/49

江戸期の百科事典・博物誌など（項目に虫類を含む）
和漢三才図会 7 寺島良安/〔著〕 島田勇雄/他訳

注 平凡社 0312/9/7

国史草木昆虫攷 1･2 正宗敦夫/編纂・校訂 日本古典全集刊行会 4704/3/1･2

大和本草 第2冊 復刻版 貝原益軒/〔原著〕 岸田若松/他
考註 有明書房 4999/8/2

重訂本草綱目啓蒙 第3･4 小野蘭山/著 正宗敦夫/編纂・校
訂 日本古典全集刊行会 4999/B12/3･4

庶物類纂 第8･9巻 復刻版,限定版 稲若水,丹羽正伯/編 科学書院 4999/5/8･9
ファーブル
「ファーブル昆虫記の世界」展 奥本大三郎/他執筆 柴田勢津

子/編 イデッフ M3654/SE-4/22

ファーブルにまなぶ『昆虫記』刊行100年
記念日仏共同企画 滋賀県立琵琶湖博物館/編 滋賀県立琵琶湖博物

館
M61/SH-9/ 35-S0

プロヴァンス発見 古代ローマからファー
ブルまで 自然・歴史そして美 開館20周年
記念特別企画展

栃木県立博物館/編 ドミニク・
ヴァンタン/他執筆 栃木県立博物館 M32/TO-4/38

東京の昆虫
東京の自然 毎日新聞社/編 毎日新聞社 4621/6/93
ぼくの東京昆虫記 高層ビルの空の下で 海野和男/著 丸善 4860/7/97
東京昆虫図鑑 海野和男/写真・文 筑摩書房 4860/B1/88
セミとコウモリの観察会 不明 東京動物園協会 4817/3/94

多摩の昆虫 東京都東久留米市教育委員会文
化課/編

東久留米市教育委員
会

C3660/4821/1

多摩動物公園 昆虫園ガイドブック 東京都多摩動物公園/監修 東京
動物園協会/編 東京動物園協会 M3673/TO-1/2

東京都の自然 第20～30号(21,25,26号欠) 東京都高尾自然科学博物館/編 東京都高尾自然科学
博物館

M3674/TO-1/ 2-
20～30

多摩のあゆみ 114 多摩の昆虫と環境 たましん歴史・美術館,歴史資料
室/編

たましん地域文化財
団

04602455

谷中・根津・千駄木 地域雑誌 其の79 蟲を
探して やねせん博物誌

[谷根千工房] 谷根千工房 05500160

さまざまな昆虫 ～展覧会図録を中心に～
今森光彦写真展 昆虫4億年の旅 [今森光彦/写真・解説] 東京都写

真美術館/編
東京都歴史文化財
団,東京都写真美術館

M3653/TO-4/L152

みんな大好き! 世界の昆虫展 昆虫たちのす
がたとくらし 神栖町歴史民俗資料館/編 神栖町歴史民俗資料

館
M31/KA-8/3

ハチたちの1億年 みがきぬかれた姿と生活
第30回企画展

ミュージアムパーク茨城県自然
博物館/編

ミュージアムパーク
茨城県自然博物館

M31/MY-1/44

ありんこアントの大冒険 土の中の生きも
のを探せ! 第39回企画展

ミュージアムパーク茨城県自然
博物館/編 [湯本勝洋/他執筆・編
集]

ミュージアムパーク
茨城県自然博物館 M31/MY-1/57

おいでよ!ムシむしワールド 那須塩原市那須野が原博物館/編
集

那須塩原市那須野が
原博物館

M32/NA-4/7

那須野が原の昆虫 見つけよう!!里山のヒー
ローたち

那須塩原市那須野が原博物館/編
[多和田潤治,渡辺剛/編集・執筆]

那須塩原市那須野が
原博物館

M32/NA-4/11

外国からやってきた生き物たち 生き物の
ふるさと調べ 第50回企画展

小山市立博物館/編 [青木清治/編
集] 小山市立博物館 M32/OY-2/28

トンボ 日本人に愛されてきた水辺のハン
ター 企画展 栃木県立博物館/編 栃木県立博物館 M32/TO-4/41

夏休み!「身近ないきもの展」 ふるさとの
仲間たち

[埼玉県立自然史博物館/編] 埼玉県立自然史博物
館

M34/SA-6/7

奥秩父の自然 平成14年度特別展図録 埼玉県立自然史博物館/編 埼玉県立自然史博物
館

M34/SA-6/8

巨大昆虫の世界 ようこそトロピカルワー
ルドへ 平成18年度特別展 埼玉県立自然の博物館/編 埼玉県立自然の博物

館
M34/SA-16/19

はばたくプリズム 蝶の自然史展 平成8年度
夏の企画展

杉並区立郷土博物館/編集 須田
孫七/監修 杉並区立郷土博物館 M3647/SU-1/16

狭山丘陵の植物と昆虫 解説パンフレット
武蔵村山市立歴史民俗資料館収蔵品展

武蔵村山市立歴史民俗資料
館/[編]

武蔵村山市立歴史民
俗資料館

M3668/MU-1/13

あ!とおどろく昆虫たちの世界 企画展 1995 四日市市立博物館/[編] 四日市市立博物館 M56/YO-1/11
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歩く宝石オサムシ 飛ばない昆虫のふしぎ
発見 滋賀県立琵琶湖博物館第13回企画展
示 展示解説書

滋賀県立琵琶湖博物館/編 八尋
克郎,桝永一宏/編

滋賀県立琵琶湖博物
館 M61/SH-9/28

ミニガイド №16 大阪のテントウムシ 大阪市立自然史博物館/編 大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/ 6-16

ミニガイド No.22 大阪のハンミョウ 初宿成彦/著 大阪市立自然史博
物館/[編]

大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/ 6-22

海をわたった蝶と蛾 東アジアの鱗翅類
第26回特別展解説書

木下總一郎/他執筆 大阪市立自
然史博物館/編

大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/9

世界の蝶と甲虫 岡村宏一コレクション
第30回特別展

岡村宏一/他執筆 大阪市立自然
史博物館(山西良平)/編

大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/15

図鑑世界のセミ200種 第36回特別展解説書 初宿成彦/著 大阪市立自然史博
物館/編 [松本吏樹郎/編集]

大阪市立自然史博物
館

M63/OS-7/35

昆虫ワンダーランド 平成11年度企画展解
説書 愛媛県総合科学博物館/編 愛媛県総合科学博物

館
M83/EH-10/5

今市産蛾類図鑑 今市市歴史民俗資料館/編集 今市市歴史民俗資料
館

M32/IM-1/L1

サイト名 U R L
大昆虫博公式
サイト

http://www.dai-konchu.jp/

昆虫に関する博物館
足立区生態園 http://www.adachi.ne.jp/users/seibutu/
石川県ふれあ
い昆虫館

http://www.furekon.jp/

伊丹市昆虫館 http://www.itakon.com/
橿原市昆虫館 http://www.city.kashihara.nara.jp/insect/
倉敷昆虫館 http://www.shigei.or.jp/ento_museum/index.htm
ぐんま昆虫の
森

http://www.giw.pref.gunma.jp/

四万十トンボ
自然館

http://www.gakuyukan.com/

東京都多摩動
物公園 昆虫生
態園

http://www.gws.ne.jp/tama-city/tama-zoo/tama-
zoo.html

としまえんの
もり昆虫館

http://www.toshimaen.co.jp/park/konchu.html

名和昆虫博物
館

http://www.nawakon.jp/

広島市森林公
園こんちゅう
館

http://www.hiroins-net.ne.jp/h-sinrin/insect/

北杜市オオム
ラサキセン
ター

http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/~oomurasaki/

箕面公園昆虫
館

http://www.pref.osaka.jp/ikedo/insect/index.html

NPO法人
NPO法人むし
むし探し隊

http://www.64tai.com/about.html

NPO日本アン
リ・ファーブ
ル会

http://www.fabre.jp/index.html
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